第 14 回

HIV サポートリーダー養成研修

研修目標

セクシュアリティ、HIV 感染症について広く学び、HIV 陽性者への初期対応、
高校生への HIV 予防出前講義に必要な態度・知識・技術を得る

期 間

平成 29（2017）年 6 月 9 日（金）～6 月 10 日（土）

対 象

看護師・助産師・保健師・養護教諭・看護学部生

場 所

大阪府看護協会 桃谷研修センター

募集人数

男女 30 名

受講料

無料（交通費は自己負担）

プログラム

第１日
金曜日

第2日
土曜日

講義名

講師名

施

設

9：30-10：20

近畿・大阪の HIV 感染の現状

浦林純江

大阪市保健所感染症対策課
副主幹

10：30-11：30

HIV の最新治療

白阪琢磨

国立大阪医療センター
エイズ先端医療研究部長

11：40-12：10

地域ＨＩＶ看護の質の向上へ
の戦略 受講者自己紹介

佐保美奈子

大阪府立大学看護学研究科
准教授

12：10-13：10

昼休憩（60 分）

13：10-14：20

性の多様性・思春期のセクシ
ュアリティ（健康課題）

田村凌

虹色ナースネット 代表

14：30-15：20

薬害エイズ

藤原良次

NPO 法人りょうちゃんず

15：30-16：30

コンドーム達人講座（知識と
技術）

立花久裕

訪問看護ステーション
町の看護師さん八尾管理者

9：30-10：30

HIV 陽性者の理解と初期対応

豊島裕子

10：40-12：00

DVD を使用した出前講義

大野典子

12：00-13：00

昼休憩（60 分）

13：00-14：40

若者への HIV/AIDS 予防教育

南部道子

ピープルズ・ホープ・ジャパン
広報部

14：50-15：40

HIV 陽性者の支援
（地域、ピア）

繁内幸治

BASE KOBE 代表

15：50-16：30

まとめ 受講内容証明書・修了バッジ 授与

DVD 上映 「本気で CONDOMING」「介護職向け」

大阪市立総合医療センター
HIV 専従看護師
日生病院看護部
感染症看護専門看護師

DVD 上映「看護職向け」
「養護教諭向け」

本研修は、日本エイズ学会の HIV 感染症研究会の教育研修単位認定（学会認定医・指導医および学会認定 HIV
感染症看護師・指導看護師、3 単位）の対象であり、厚生労働省エイズ対策政策研究事業、
「ＨＩＶ感染症及び
その合併症の課題を克服する研究」
（研究代表者：白阪琢磨）の分担研究「介護保険施設の HIV ケアと学校基
盤の HIV 予防における拡大戦略の研究」
（研究分担者：佐保美奈子）の研究費により、
（公社）大阪府看護協会
の協力を得て、開催されているものです。

第 15 回

HIV サポートリーダー養成研修

研修目標

セクシュアリティ、HIV 感染症について広く学び、HIV 陽性者への初期対応、
高校生への HIV 予防出前講義に必要な態度・知識・技術を得る

期 間

平成 29（2017）年 10 月 27 日（金）～10 月 28 日（土）

対 象

看護師・助産師・保健師・養護教諭・看護学部生

場 所

大阪府看護協会 桃谷研修センター

募集人数

男女 30 名

受講料

無料（交通費は自己負担）

プログラム

第１日
金曜日

第2日
土曜日

講義名

講師名

施

設

9：30-10：20

近畿・大阪の HIV 感染の現状

桧山智香子

大阪府健康医療部
保健医療室 医療対策課

10：30-11：30

性の多様性・思春期のセクシ
ュアリティ（健康課題）

田村凌

虹色ナースネット 代表

11：40-12：10

地域ＨＩＶ看護の質の向上へ
の戦略 受講者自己紹介

佐保美奈子

大阪府立大学看護学研究科
准教授

12：10-13：10

昼休憩（60 分）

13：10-14：20

HIV の最新治療

白阪琢磨

国立大阪医療センター
エイズ先端医療研究部長

14：30-15：20

薬害エイズ

早坂典生

NPO 法人りょうちゃんず

15：30-16：30

コンドーム達人講座（知識と
技術）

立花久裕

訪問看護ステーション
町の看護師さん八尾管理者

9：30-10：30

HIV 陽性者の理解と初期対応

豊島裕子

10：40-12：00

DVD を使用した出前講義

大野典子

12：00-13：00

昼休憩（60 分）

13：00-14：40

若者への HIV/AIDS 予防教育

中田好美

ピープルズ・ホープ・ジャパン
カンボジア事務所長

14：50-15：40

HIV 陽性者の支援
（地域、ピア）

繁内幸治

BASE KOBE 代表

15：50-16：30

まとめ 受講内容証明書・修了バッジ 授与

DVD 上映「本気で CONDOMING」「介護職向け」

大阪市立総合医療センター
HIV 専従看護師
日生病院看護部
感染症看護専門看護師

DVD 上映「看護職向け」
「養護教諭向け」

本研修は、日本エイズ学会の HIV 感染症研究会の教育研修単位認定（学会認定医・指導医および学会認定 HIV
感染症看護師・指導看護師、3 単位）の対象であり、厚生労働省エイズ対策政策研究事業、
「ＨＩＶ感染症及び
その合併症の課題を克服する研究」
（研究代表者：白阪琢磨）の分担研究「介護保険施設の HIV ケアと学校基
盤の HIV 予防における拡大戦略の研究」
（研究分担者：佐保美奈子）の研究費により、
（公社）大阪府看護協会
の協力を得て、開催されているものです。

HIV サポートリーダー養成研修

FAX 受講申込書とメール送信依頼
ファックス送信先

０７２－９５０－２１３１

大阪府立大学大学院看護学研究科

佐保美奈子あて

メール送信を合わせてお願いいたします
＊通信費節約のため受講決定通知書や
連絡事項をメール配信します
メール送信先

midwifeminako@yahoo.co.jp

「件名」は「ＨＩＶサポートリーダ―養成研修受講」

研修日

第

回

平成

年

月

日～

日

お名前（ふりがな）
所属施設名
職種を○で囲んでください
臨床経験年数

看護師

保健師

助産師

養護教諭

学生

年

連絡先 PC メール
連絡先 電話番号

個人情報は、厚生労働省への報告と、会議に関する連絡にのみ使用いたします

HIV サポートリーダー養成研修

FAX 受講申込書とメール送信依頼
ファックス送信先

０７２－９５０－２１３１

大阪府立大学大学院看護学研究科

佐保美奈子あて

メール送信を合わせてお願いいたします
＊通信費節約のため受講決定通知書や
連絡事項をメール配信します
メール送信先

midwifeminako@yahoo.co.jp

「件名」は「ＨＩＶサポートリーダ―養成研修受講」

研修日

第

回

平成

年

月

日～

日

お名前（ふりがな）
所属施設名
職種を○で囲んでください
臨床経験年数

看護師

保健師

助産師

養護教諭

学生

年

連絡先 PC メール
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個人情報は、厚生労働省への報告と、会議に関する連絡にのみ使用いたします

